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承

認

一
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研究等責任者

課

名

木 下
芳 一
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine,
Professor

Barrett食道における脊椎後湾症の影響に関する検討
The study on the effect of kyphosis for the pathogenesis of
Barrett's esophagus
（研究期間：H23.03.28～H24.03.27）

23.2.25

木 下
芳 一
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine,
Professor

Barrett食道における色素内視鏡及びNBI内視鏡によるpit pattern及び
capillary pattern観察の意義
Significance of pit and capillary pattern diagnosises using
chromo- and NBI endoscopy in Barrett’s esophagus
（研究期間：H23.03.28～H26.03.27）

788

23.2.10

三 宅
達 也
Tatsuya Miyake
Department of
Gastroenterology and
Hepatology, Assistant
Professor

原発性肝癌における腫瘍細胞の分子生物学的特徴に関する研究
Molecular biological study of hepatocellular carcinoma ～
Comparative Genomic Hybridzation (CGH) analysis～
（研究期間：H23.03.08～H29.03.31）

787

23.2.28

森 山
一 郎
Ichiro Moriyama
Division of study of
Oncology, Assistant
Professor

786

23.2.28

森 山
一 郎
Ichiro Moriyama
Division of study of
Oncology, Assistant
Professor

非切除肝門部悪性胆道狭窄に対するメタリックステントの留置方法を
比較検討する多施設共同無作為化比較試験
A prospective randomized, multi-center trial of endoscopic
drainage methods of metal stents for unresectable malignant
hilar biliary obstruction. Unilateral versus bilateral hepatic
duct drainage
（研究期間：H23.04.01～H26.09.30）
切除不能進行膵癌に対するGamcitabine+S-1療法 vs Gemcitabine療法
第Ⅲ相試験実施計画書
A randomized phase Ⅲ study comparing gemcitabine and S-1
combination therapy versus gemcitabine monotherapy in
unresected advanced pancreatic cancer
（研究期間：H23.03.08～H26.03.31）

785

23.2.23

石 橋
豊
Yutaka Ishibashi
Rural Medicine
Education Center,
Medical Professor

内皮依存血流介在上腕動脈拡張反応検査の高血圧・糖尿病症例におけ
る臓器障害進展予測指標の証明:(FMD-J研究—B研究)
A multi-center study to evaluate clinical usefulness of the
semi-automated measurement of flow-mediated vasodilatation of
brachial-artery in Japan FMD-J study —Follow-up study in
patients with hypertension and/or diabetes mellitus—(Type B
research in FMD-J)
（研究期間：H23.03.08～H26.05）

784

23.2.23

石 橋
豊
Yutaka Ishibashi
Rural Medicine
Education Center,
Medical Professor

783

23.2.10

石 橋
豊
Yutaka Ishibashi
Rural Medicine
Education Center,
Medical Professor

内皮依存血流介在上腕動脈拡張反応検査の冠動脈疾患症例における予
後予測指標の証明:(FMD-J研究—A研究)
A multi-center study to evaluate clinical usefulness of the
semi-automated measurement of flow-mediated vasodilatation of
brachial-artery in Japan FMD-J study —Follow-up study in
patients with coronary arterial disease- (Type A research in
FMD-J)
（研究期間：H23.03.08～H26.05）
日本人糖尿病合併冠動脈疾患患者における脂質低下・降圧に関する観
察研究
Aggressive Lipid and Blood Pressure Lowering and Cardiovascular
Outcome Prospective, Cohort Study in Diabetic Patients with
Coronary Artery Disease
（研究期間：H23.03.08～H28.03.7）
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番 号
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申 請
年 月
日
23.2.5

781

23.2.3

の

倫
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一

覧

研究等責任者

課

石 橋
豊
Yutaka Ishibashi
Rural Medicine
Education Center,
Medical Professor

日本人糖尿病合併冠動脈疾患患者における脂質低下・降圧療法と標準
治療のランダム化比較試験
Aggressive Lipid and Blood Pressure Lowering and Cardiovascular
Outcome Randomised Controlled Trial in Patients with Coronary
Artery Disease and Type 2 Diabetes
（研究期間：H23.03.08～H24.03）

鶴 崎 正 勝
Masakatsu Tsurusaki
Department of
Radiology, Associate
Professor

肝細胞癌に対する肝動脈塞栓術：技術的側面と予後についての後方視
的研究
Retrospective analysis of technology and outcome for the
treatment of transarterial chemo-embolization for
hepatoceluller carcinoma
（研究期間：H23.03.08～H24.03.07）
ヒト乳癌組織におけるhuman papillomavirus感染との関連性に関する
研究
Study on the relationship between brest cancer and human
papillomavirus infection
（研究期間：H23.03.28～H26.03.31）

780

亜 寿 香
22.12.14 荒 木
Asuka Araki
Department of Organ
Pathology, Assistant
Professor

779

23.2.28

778

23.2.28

777

題

承
名

津 端
由 佳 里
Yukari Tsubata
Department of Internal
Medicine Division of
Clinical Oncology &
Respiratory Medicine,
Clinical Fellow
津 端
由 佳 里
Yukari Tsubata
Department of Internal
Medicine Division of
Clinical Oncology &
Respiratory Medicine,
Clinical Fellow

高度・中等度催吐性化学療法に伴う遅発性悪心、嘔吐に対するパロノ
セトロンの有効性比較試験～ＭＡＴおよびFLIEを用いた検討～
Efficacy of palonosetoron for prevention of chemotherapyinduced nausea and vomiting (CINV) using MASCC antiemesis Tool
（研究期間：H23.03.08～H25.03）

23.2.28

礒 部
威
Takeshi Isobe
Department of Internal
Medicine Division of
Clinical Oncology &
Respiratory Medicine,
Clinical Fellow

腎機能低下時におけるTS-１療法の血中FT、5FU、CDHP濃度の薬物動態
研究
Pharmacokinetics of S-1 in cancer patients with renal
dysfunction.
（研究期間：H23.03.08～H27.12）

776

23.2.23

佐 藤
秀 一
Shuichi Sato
Department of
Gastroenterology and
Hepatology

Ｃ型慢性肝炎に対するペグインターフェロン＋リバビリン併用療法時
の貧血に対するダルベポエチン投与の有用性に関する検討
Study for effect of darbepoietin on the
peginterferon/ribavirin-induced anemia in the patients with
chronic hepatitis C.
（研究期間：H23.04.01～H26.03.31）

775

23.1.31

竹 谷
健
Takeshi Taketani
Division of Blood
Transfusion, Associate
Professor

ロイコトリエン受容体拮抗薬(モンテルカスト)が有効な小児気管支喘
息患者の臨床像の解析
Analysis of clinical characteristics for pediatric patients
with bronchial asthma for whom Leukotrien e receptor
anotagonist (montelukast) is an effective agent.
（研究期間：H23.02.28～H25.03.31）

高度・中等度催吐性化学療法に伴う遅発性悪心、嘔吐に対するパロノ
セトロンとグラニセトロンの有効性比較試験～ＭＡＴを用いた評価お
よび化学伝達物貧血中濃度の検討～
Efficacy of palonosetoron compared with granisetron for
prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV)
using MASCC antiemesis Tool
（研究期間：H23.03.08～H24.07）

医

の

通 知
申 請
番 号 年 月 研究等責任者
日
花 田
智 樹
774
22.12.17
Tomoki Hanada
Department of
Cardiovascular and
Chest Surgery,
Associate Professor
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題

承

認

一

覧

名

浅大腿動脈閉塞・狭窄症例に対するサルポグレラート塩酸塩の有用性
についての検討
Study on effect of sarpogrelate on peripheral circulation in
patients with superficial femoral arterial arteriosclerosis
obliterans
（研究期間：H23.02.28～H25.03.31）

773

23.1.7

田 邊
一 明
Kazuaki Tanabe
fourth division of
internal medicine

高齢者高血圧患者に対するAⅡ受容体拮抗薬・低用量利尿薬とAⅡ受容
体拮抗薬・Ca拮抗薬の併用療法の比較検討
Susanou研究
Shimane Study to compare the Effects and Safety of combination
Therapy with AT1 Receptor Antagonist and Diuretics or Calcium
Channel Blockers in Elderly Hypertensive patients
（研究期間：H23.02.28～H23.09.30）

772

23.1.31

木 下
芳 一
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine,
Professor

プロトンポンプ阻害剤内服中の患者における下痢症状の発症状況に関
する検討
A research on prevalence of diarrhea associated with proton
pump inhibitor
（研究期間：H23.02.28～H24.02.27）

771

23.1.31

木 下
芳 一
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine,
Professor

上部消化管内視鏡で観察可能な食道噴門内腺の存在程度と酸逆流症状
および他の背景因子との関連性の検討
Study on the co-relation between esophageal cardiac glands
detected by endoscopy and reflux symptoms/clinical features
（研究期間：H23.02.28～H24.03.31）

770

23.1.28

木 下
芳 一
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine,
Professor

ガストリノーマの部位診断のための動脈内カルシウム注入テストの施
行
Intra-arterial calcium injection test to detect the location of
suspected gastrinoma
（研究期間：H23.02.28～）

769

23.1.31

本 田
聡
Satoshi Honda
Department of Urology,
Associate Professor

蛍光膀胱鏡を用いた膀胱癌の光力学的診断・治療
Photodynamic daignosis and therapy of bladder cancer by using
fluorescence cystoscopy.
（研究期間：H23.02.09～H26.03.）

768

23.1.31

本 田
聡
Satoshi Honda
Department of Urology,
Associate Professor

泌尿器癌における光力学的診断の有用性に関する研究
Study on the usefulness of photodynamic diagnosis in urological
cancer.
（研究期間：H23.02.09～H26.03）

767

23.1.31

本 田
聡
Satoshi Honda
Department of Urology,
Associate Professor

腎細胞癌有転移症例にたいするSunitnib, Sorafenibクロスオーバー,
ランダム化試験
Randomized comparison of Sequential therapies with Sunitinib
and Sorafenib in Advanced Renal Cell Carcinoma.
（研究期間：H23.02.09～H26.08）

医

の

倫

理

承

認

一

覧

通 知
番 号
766

申 請
年 月
日
23.1.31

765

23.1.11

764

洋 司
23.01.31 齊 藤
Yoji Saito
Department of
Anesthsiology,
Professor

集中治療室における抗菌薬使用状況の横断調査
Japanese Survey of AntimiCRobial Use in ICU PatienTs(J-SCRIPT)
（研究期間：H23.02.09～H23.12.31）

763

23.1.20

安 田
英 彰
Hideaki Yasuda
Department of
Psychiatry, Assistant
Professor

アクチグラフを用いた精神疾患の身体活動特性についての研究
A study on human locomotor activity of psychiatric disorders
using actigraph
（研究期間：H23.02.09～H23.03.31）

762

23.1.11

山 本
徹
Tetsu Yamamoto
Department of Digestive
and General Surgery,
Shimane University
Assistant Professor

オキサリプラチン、ベバシズマブ既治療進行再発大腸癌に対する２次
治療ベバシズマブ併用ＦＯＬＦＩＲＩ療法におけるベバシズマブ至適
投与量の第Ⅲ相ランダム化比較試験
Multicenter randomized phase Ⅲ study of adding Bevacizumad
5mg/kg or 10mg/kg to FOLFIRI in advanced colorectal cancer who
have failed prior Bevacizumab plus Oxaliplatin-based therapy.
（研究期間：H23.02.09～H25.09.30）

761

760

研究等責任者

課

井 上
政 弥
Masaya Inoue
Cancer Center,
Assistant Professor

頭頸部領域悪性固形腫瘍に対するペプチド癌ワクチン療法
An immunotherapy against Head and Neck Tumor
（研究期間：H23.02.09～H29.02.08）

竹 谷
健
Takeshi Taketani
Division of Blood
Transfusion, Associate
Professor

IDRF(Image Defined Risk Factors)に基づいた中間リスク群標準治療
第Ⅱ相臨床試験研究
Phase Ⅱ clinical trial for the intermediate risk group of
patients with Neurobiastoma whose operation-timing was based on
Image Defined Risk Factors(IDRF)
（研究期間：H23.02.09～H31.03.31）

23.01.17 山 口 修 平
Shuhei Yamaguchi
M.D. Professor
Department of
Neurology, Shimane
University Hospital
芳 一
23.1.13 木 下
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine,
Professor

759

23.1.13

758

玲
22.12.01 和 氣
Rei Wake
Department of
Psychiatry, Clinical
Fellow

山 本
昌 弘
Masahiro Yamamoto
Department of
Endocrinology
and Metabolism,
Assistant Professor

題

名

脳卒中既往患者を対象とした厳格降圧療法の二次予防効果を検討する
大規模臨床研究
Recurrent Stroke Prevention Clinical Outcome Study（RESPECT
Study）
（研究期間：H23.02.09～H28.12）
健康成人,胃食道逆流症患者を対象とした食道内酸注入および炭酸水注
入試験による酸および炭酸水に対する食道の感受性に関する検討
A study on the esophageal sensitivity to acid and carbonated
water by modified acid perfusion test and carbonated water
perfusion test in healthy volunteers and patients with
gastroesophageal reflux disease
（研究期間：H23.02.09～H23.09）
骨租鬆症に対する多施設共同ランダム化比較臨床研究実施計画書―ミ
ノドロネートとラロキシフェンの比較による有効性・安全性の検討―
A multicenter openlabel,randomized controlled trial for the
head-to-head comparison of minodoronate and raloxifene:the
Japanese Osteoporosis Intervention Trials (JOINT)-04
（研究期間：H23.02.09～H27.12.31）
脳血流SPECT、脳MRI、NIRSを用いた統計学的画像解析の研究
The study of statistical imaging analysis with SPECT,MRI,NIRS.
（研究期間：H23.01.24～H23.12.20）

医

の

通 知
申 請
番 号 年 月 研究等責任者
日
内 尾
祐 司
757
22.12.28
Yuuji Uchio
Department of
Orthopaedic Surgery,
Professor

倫
課

理
題

承

認

一

覧

名

細胞外基質の生化学的分析による膝関節軟骨変形および損傷の病態解
明
Clarification of the pathogenesis of the cartilaginous
degeneration and injury in the knee joint by biochemical
analysis of the extraceellar matrix
（研究期間：H23.01.24～）

756

正 樹
23.01.04 石 原
Masaki Ishihara
Department of
Neurology, Clinical
Fellow

脳血管性認知障害に対するニセルゴリンの臨床効果
The efficacy of nicergoline for the treatment of vascular
cognitive impairment
（研究期間：H23.01.24～）

755

芳 一
22.12.28 木 下
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine,
Professor

新型細径大腸内視鏡検査の苦痛軽減効果に関する多施設共同研究
Multi-center study on the feasibility and tolerability of newly
developed small-caliber colonoscopy
（研究期間：H23.01.24～）

754

美 和
23.01.04 守 田
Miwa Morita
Department of
Endocrinology
and Metabolism,
Assistant Professor

糖尿病患者の腎機能評価における尿中4型コラーゲンの有用性の検討
Study of the efficacy of urinary type 4 collagen on evaluation
and prediction of kidney function in patient with diabetes
（研究期間：H23.01.24～）

753

信 弘
22.12.27 西 村
Nobuhiro Nishimura
Department of Pharmacy,
Associate Professor

経口がん分子標的治療薬の投与量並びに適正使用に関する実態調査
The investigation of dose and appropriate use of oral molecular
target drugs
（研究期間：H23.01.13～H24.3.31）

752

淳
22.12.27 堀 口
Jun Horiguchi
Department of
Psychiatry, Professor

治療抵抗性統合失調症に対する抑肝散の有用性と安全性に関する多施
設共同二重盲検ランダム化比較試験
Efficacy and safety of Yokukansan for the treatment-resistant
schizophrenia:randomized
, double-blind, placebo-controlled multicenter trial
（研究期間：H23.01.23～H25.02）

751

禎 二
22.12.22 織 田
Teiji Oda
Cardiovascular and
Chest Surgery,
Professor

外科手術・治療情報データベース事業への参加による外科手術治療成
績の解析
A survey of surgecal outcomes by entry into a newly developed
Japanese surgical database (National Clinical Database)
（研究期間：H23.01.13～H28.01.12）

750

清 次
22.12.28 山 口
Seiji Yamaguchi
Department of
Pediatrics, Professor

1995年以前に提供されインフォームドコンセントの取れないプロピオ
ン酸血症患者由来のiＰＳ細胞の作成とin vivo評価系モデルの構築と
実験的治療
Construction of iPS cells from congenital propionic acidemia
patients who
were diagnosed before 1995, and development of a novel therapy
（研究期間：H23.01.13～H26.03.31）

749

拓 也
22.12.24 山 口
Takuya Yamaguchi
Department of
Neurology, Assistant
Professor

5－アミノレブリン酸のパーキンソン病に対する臨床効果
The clinical efficacy of 5-aminolevulinate on Parkinson disease
（研究期間：H23.01.24～H25.11.30）

医

の

通 知
申 請
番 号 年 月 研究等責任者
日
高 橋
勉
748
22.12.22
Tsutomu Takahashi
Department of 3rd
Internal Medicine,
Assistant Professor
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課

理
題

承

認

一

覧

名

再発・難治性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫に対するRituximab併用
IDEA療法の第Ⅱ相臨床試験
Phase Ⅱ study of Rituximab combined IDEA protocol in relapse
and refractory diffuse large B cell lymphoma patients
（研究期間：H23.01.13～H27.12.31）

747

秀 一
22.12.20 佐 藤
Shuichi Sato
Department of
Gastroenterology and
Hepatology, Assistant
Professor

肝発癌抑制を目的としたPEG-IFNα2a単独療法の有効性・安全性に関す
る検討
To assess the efficacy and safety of PEG-IFN
alfa 2a monotherapy for inhibiting development of
hepatocellular carcinoma
（研究期間：H23.01.13～H26.12.31）

746

美 和
22.12.21 守 田
Miwa Morita
Internal Medicine 1,
Assistant Professor

新患および既存糖尿病薬効果不十分な２型糖尿病患者に対するシタグ
リプチン投与による血糖コントロールへの影響に関する調査（JAMP研
究）
Januvia Multicenter Prospective Trial in Type2 Diabetes
（研究期間：H23.01.13～H24.12）

745

美 香
23.01.04 山 内
Mika Yamauchi
Department of Internal
Mediecine Ⅰ,
Assistant Professor

経口ビスフォスフォネート剤による消化管障害発症の実態調査とその
予測因子の検討
Prospective examination of gastrointestinal adverse effect of
oral bisphophonate in osteoporosis:GAP Survey Research
（研究期間：H23.01.13～H24.01.12）

744

徹
22.12.27 山 口
Toru Yamaguchi
（介入） Department of Internal
Medicine I, Associate
Professor

糖尿病網膜症合併高コレステロール血症患者を対象としたスタチンに
よるLDL-C低下療法（通常治療/強化治療）の比較研究
Standard versus intensive statin therapy for
hypercholesterolemic patients with diabetic
retinopathy(EMPATHY)
（研究期間：H22.01.13～H26.10.31）

743

22.11.30 三 浦 聖 高
Kiyotaka Miura
Department of Cancer
Center, Clinical Fellow

慢性肺疾患を持つ高齢肺炎患者におけるTAZ/PIPCの有効性及び安全性
の検討
Clinical trial
Efficacy and safety of TAZ/PIPC in the elderly patients with
pneumonia who have chronic lung disease
（研究期間：H22.12.27～H24.12.26）

742

22.11.30 狩 野 芙 美
Fumi Karino
Department of Internal
Medicine, Division of
Clinical Oncology and
Respiratory Medicine,
Clinical Fellow
22.11.18 鈴 宮 淳 司
Junji Suzumiya
Cancer Center,
Professor

高齢者呼吸器疾患（NHCAP)におけるTAZ/PIPCの有効性及び安全性の検
討
Clinical trial
Efficacy and safety of TAZ/PIPC in the elderly respiratory
tract infection (NHCAP:Nursing and Healthcara-acquired
pneumonia)
（研究期間：H22.12.27～24.12.26）
日本における慢性リンパ性白血病、ヘアリー細胞白血病および類縁疾
患の実態調査
Examination of chronic lymphocytic leukemia, hairy cell
leukemia and related disease in Japan
（研究期間：H22.12.27～H25.05.12）

741

医

の

通 知
申 請
番 号 年 月 研究等責任者
日
豊 田 浩 作
740
22.10.04
Kousaku Toyota
Anesthesiology
Operation Center,
Assistant Professor
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承

認

一

覧

名

術後マルチモーダル鎮痛法に関する研究
Study on the efficacy of Multimodal Postoperative Analgesia
（研究期間：H22.12.27～H25.03.31）

739

22.11.25 宮 岡 剛
Tsuyoshi Miyaoka
Department of
Psychiatry, Associate
Professor

精神神経疾患を対象とした薬物治療による改善度の近赤外線光トポグ
ラフィー（ＮＩＲＳ）を用いた評価に関する研究
Evaluation study that uses near-infrared spectroscopy (NIRS) as
for the improvement level by treatment intended for patients
with psychiatric disorders.
（研究期間：H22.12.27～H25.03.31）

738

22.11.29 内 尾 祐 司
Yuuji Uchio
Department of
Orthopaedic Surgery,
Professor

ＭＲＩおよび超音波エコーを用いた手根管症候群の病態解析に関する
研究
Study of the pathomechanism of the carpal tunnel syndrome by
magnetic resonance imaging and ultrasonography
（研究期間：H22.12.27～H26.03.31）

737

22.11.4

新 原 寛 之
Hiroyuki Niihara
Department of
Dermatology, Assistant
Professor

下肢静脈瘤に対するフォーム硬化療法のLED励起ICG蛍光造影法による
効果範囲可視化の有用性の検討
The usability analysis of visualization of form sclerotherapy
for varicose veins of legs with indcyanie
green(ICG)fluorescence venography
（研究期間：H22.12.27～H25.03.31）

736

22.11.2

新 原 寛 之
Hiroyuki Niihara
Department of
Dermatology, Assistant
Professor

下肢静脈瘤発症に関する静脈弁の病理学的検討
The venous valve pathological analysis for varicose veins of
legs
（研究期間：H22.12.27～H25.03.31）

735

22.11.30 飛 田 博 史
Hiroshi Tobita
Department of
Hepatology, Assistant
Professor

ベザフィブラートとエゼチミブ併用療法による
非アルコール性脂肪肝炎に対する治療効果の検討
Examination of therapeutic gain to NASH by concurrent therapy
with Bezafibrate and Ezetimib
（研究期間：H22.12.27～H26.11）

734

22.11.30 木 下 芳 一
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine,
Professor

Barrett食道に関する全国疫学調査・研究
Prospective cohrt study on Barrett's esophagus in Japan
（研究期間：H22.12.27～H27.12.26）

733

22.11.18 木 下 芳 一
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine,
Professor

呼気中水素ガス測定による小腸内細菌過剰増殖の判定に関する研究
Evaluation of small intestinal bacterial overgrowth by hydrogen
breath test
（研究期間：H22.12.27～H224.03.31）

732

22.11.30 守 田 美 和
Miwa Morita
Department of
Endocrinology
and Metabolism,
Assistant Professor

通常診療下におけるインクレチン関連薬（DPP-4阻害薬）の有効性と安
全性の検討
Efficacy and safety of incretin based therapies(dipeptidy1
peptidase-4 inhibitors)in the practical management of Type 2
diabetes
（研究期間：H22.12.27～H28.01）

医

の

通 知
申 請
番 号 年 月 研究等責任者
日
田 中 順 子
731
22.11.17
Junko Tanaka
Department of
Hematology, Associate
Professor

倫
課

理
題

承

認

一

覧

名

多発性骨髄腫患者における貧血と鉄代謝およびサイトカインに関する
検討
Observation study about anemia and ferrokinetics and cytokines
in multiple myeloma
（研究期間：H22.12.27～H25.06.30）

730

22.11.10 田 中 恒 夫
Tsuneo Tanaka
Department of General
Surgery, Professor

StageⅡ/StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての
ｍFOLFOX６療法の認容性に関する検討
A tolerability study in Japan of OxaliplatIN, fluorouracil, lleucovorin for patients with stage Ⅱ/Ⅲ colon cancer (JOIN
Trial)
（研究期間：H22.12.07～H28.10.31）

729

勉
22.11.24 高 橋
Tsutomu Takahashi
rd
Department of 3
Internal Medicine,
Assistant Professor

728

勉
22.11.24 高 橋
Tsutomu Takahashi
Department of 3rd
Internal Medicine,
Assistant Professor

症候性多発性骨髄腫(MM）に対する自家末梢血幹細胞移植後のレナリド
ミド強化維持療法の有効性と安全性を確認する第Ⅱ相臨床研究
Phase Ⅱ study of autologous peripheral blood hematopoietic
stem cell transplantation, followed by lenalidomide as
consolidation-maintenance in symptomatic multiple myeloma
patients.
（研究期間：H22.12.07～H24.10.31）
再発および治療抵抗性末梢Ｔ細胞リンパ腫に対する減量強度移植前治
療を用いた同種造血幹細胞移植法の有効性に関する検討
PhaseⅡ study of reduced intensity allogeneic hematopoietic
stem cell transplantation for relapsed or refractory peripheral
T cell lymphoma.
（研究期間：H22.12.07～H25.08）

727

22.11.29 三 宅 隆 明
Takaaki Miyake
Department of Internal
Medicine Ⅰ, Assistant
Professor

高齢者再発・難治性多発性骨髄腫に対するweekly
bortezomib+dexamethasone療法（JMSG-0902)
Weekly bortezomib+dexamethasone therapy for elderly relapse
/refractory multipie myeloma(JMSG-0902)
（研究期間：H22.12.07～H28.04）

726

圭
22.10.29 今 岡
Kei Imaoka
Department of
Rehabilitation,
Physical therapist

排泄関連動作における転倒の予防に関する研究
Study on prevention of work-related fall in the excretion
（研究期間：H22.12.01～H23.03.31）

725

気管支鏡検査が循環動態に与える影響に関する臨床的検討
22.10.28 狩 野 芙 美
Fumi Karino
Clinical study of circulatory hemodynamics during bronchoscopy
Department of Internal （研究期間：H22.11.22～H23.05.21）
Medicine, Division of
Clinical Oncology and
Respiratory Medicine,
Clinical Fellow

724

5－アミノレブリン酸のパーキンソン病に対する臨床効果
22.10.29 山 口 拓 也
Tkuya Yamaguchi
The clinical efficacy of 5-aminolevulinate on Parkinson disease
Deparment of Neurology, （研究期間：H22.11.22～H25.11.30）
Assistant Professor

医

の

通 知
申 請
番 号 年 月 研究等責任者
日
山 口 清 次
723
22.10.29
Seiji Yamaguchi
Department of
Pediatrics, Professor

倫
課

理
題

承

認

一

覧

名

タンデムマスによる新生児マススクリーニングの試験研究
A pilot study of newborn mass screening using tandem mass
（研究期間：H22.11.09～H23.03.31）

722

22.10.26 狩 野 芙 美
Fumi Karino
Department of Internal
Medicine, Division of
Clinical Oncology and
Respiratory Medicine,
Clinical Fellow

高齢者呼吸器感染症におけるビアぺネム(BIPM）有効性及び安全性の検
討
Clinical trial
～Efficacy and safety of biapenem in elderly respiratory tract
infection～
（研究期間：H22.11.09～H24.09.30）

721

22.09.15 織 田 禎 二
Teiji Oda
Unit of Cardiovascular
and Chest Surgery,
Department of Surgery,
Professor

蘇生後脳症に対する脳低体温療法施行前後における血液中蛋白質発現
変化の網羅的解析
Proteomic analysis of the changes in blood induced by
therapeutic hypothermia
（研究期間：H22.10.25～H25.10.31）

720

22.09.14 山 口 清 次
Seiji Yamaguchi
Department of
Pediatrics, Professor

ベザフィブレートによるグルタル酸尿症２型患者の治療
Treatment for a patient with glutaric academia type2 using
bezafibrate
（研究期間：H22.10.25～H23.03）

719

22.09.14 森 田 栄 伸
Eishin Morita
Department of
Dermatology, Professor

718

22.09.29 木 下 芳 一
Yoshikazu Kinoshita
Department of
Gastroenterology and
Hepatology, Professor

蕁麻疹患者の第２世代抗ヒスタミン薬による治療における非著効例で
の薬剤増量あるいは薬剤変更の影響
Effect of dose increase or change of second-generation antihistamines on the anti-histamine-resistant idiopathic chronic
urticaria
（研究期間：H22.10.25～H25.09.26）
高齢胃食道逆流症患者の特徴に関する検討
A study on the feature of elderly patients with
gastroesophageal reflux disease
（研究期間：H22.10.25～H25.03.31）

717

22.09.30 大 西 千 恵
Chie Onishi
Department of
Hematology,
Clinical Fellow

自己評価型用紙を用いたボルテゾミブ関連末梢神経障害の評価
Assessment of Bortezomib-Indued Peripheral Neuropathy (BIPM)
using self-assessment form
（研究期間：H22.10.25～H25.12.31）

716

22.09.30 大 西 千 恵
Chie Onishi
Department of
Hematology,
Clinical Fellow

炭酸水素ナトリウム（8.4%メイロン注®）によるボルテゾミブ関連末梢
神経障害予防効果の検討
Examination of Bortezomib-Induced Peripheral Neuropathy
prevention effect by sodium hydrogencarbonate
（研究期間：H22.10.25～H27.03.31）

715

22.09.24 塩 飽 邦 憲
Kuninori Shiwaku
Department of
Environmental and
Preventive Medicine,
Professor

子どもの生活習慣と健康に関する疫学研究
Epidemiological study of lifestyle and health for children
（研究期間：H22.10.25～H24.03.31）

医

の

通 知
申 請
番 号 年 月 研究等責任者
日
紫 藤
治
714
22.10.01
Osamu Shido
Department of
Enviromental
Physiology, Professor

倫
課

理
題

承

認

一

覧

名

病室の環境改善による隔離ストレスの緩和
Effects of improvement of room condition on isolation stress
responses in humans
（研究期間：H22.10.12～H23.03.31）

713

健
22.09.29 竹 谷
Takeshi Taketani
Division of Blood
Transfusion, Associate
Professor

食物アレルギーを有する乳幼児の母親の食物アレルギー対応力の実態
に関する研究
Research for adaptive capability of mothers having infants with
food allergy
（研究期間：H22.10.12～H23.10.11）

712

健
22.09.28 竹 谷
Takeshi Taketani
Division of Blood
Transfusion, Associate
Professor

IDRF(Image Defined Risk Factors)に基づき手術時期の決定を行う神
経芽腫低リスク群の観察研究
Observation study for the low risk group of patients with
Neuroblastoma whose operation-timing was based on Image Defined
Risk Factors (IDRF)
（研究期間：H22.10.12～H28.08.31）

711

22.09.24 井 川 幹 夫
Mikio Igawa
Department of Urology,
Professor

高リスク前立腺癌に対する小線源・外照射併用放射線療法における補
助ホルモン治療の有効性に関する臨床研究
RCT of Tri-Modalities with I-125 Brachy Therapy and EBRT and
Short or Long Term Hormone Therapy for High-risk Localized
Prostate Cancer 【TRIP STUDY】
（研究期間：H22.10.12～H31.09）

710

勉
22.09.24 高 橋
Tsutomu Takahashi
Department of 3rd
Internal Medicine,
Assistant Professor

高齢者造血器疾患に対するリン酸フルダラビンと静注ブスルファンに
よる移植前治療を用いた臍帯血移植の有効性の検討
Study of cord blood transplantation using fludarabine phosphate
and intravenous busulfan for elderly hematogical malignancy
（研究期間：H22.10.12～H25.08.31）

709

勉
22.09.24 高 橋
Tsutomu Takahashi
Department of 3rd
Internal Medicine,
Assistant Professor

高齢者造血器疾患に対するリン酸フルダラビンと静注ブスルファンに
よる移植前治療を用いた同種骨髄・末梢血幹細胞移植の有効性の検討
Study of allogeneic bone marrow or peripheral blood
hematopoietic stem cell transplantation using fludarabine
phosphate and intravenous busulfan for elderly hematogical
malignancy
（研究期間：H22.10.12～H25.08.31）

708

勉
22.09.24 高 橋
Tsutomu Takahashi
Department of 3rd
Internal Medicine,
Assistant Professor

日本人血液疾患患者におけるアスペルギルス属およびその他の糸状菌
類による侵襲性真菌感染症についての疫学的調査
Japan Aspergillosis surveillance program (JASPER)
（研究期間：H22.10.12～H24.02）

707

22.09.28 佐 藤 秀 一
Shuichi Sato
Department of
Gastroenterology and
Hepatology, Associate
Professor

慢性肝疾患における非侵襲的弾性検査を用いた肝線維化評価予測に関
する研究
Assesment of Liver FIBROsis by Real-time Tissue ELASTography in
Chronic Liver Disease (FIBROELAST Trial)
（研究期間：H22.10.12～H25.10.11）

医

の

通 知
申 請
番 号 年 月 研究等責任者
日
大 西 千 恵
706
22.09.30
Chie Onishi
Department of
Hematology,
Clinical Fellow

倫
課

理
題

承

認

一

覧

名

多施設共同前向き研究「巨核球増加を伴わない血小板減少における免
疫病態マーカーの検出と予後の検討」
Examination of immunopashological marker and prognosis in
thrombocytopenia with decreased megakaryocyte (TDM)
（研究期間：H22.10.12～H32.10.11）

705

恩
22.08.31 中 村
Megumi Nakamura
Department of
Radiology, Assistant
Professor

肺ラジオ波焼却術に関する臨床的研究
Clinical assessment of lung RFA（radio-frequency
（研究期間：H22.09.27～H25.03）

704

22.8.31

堀 口 淳
Jun Horiguchi
Department of
Psychiary, Professor

治療抵抗性統合失調症に対する抑肝散の有用性と安全性に関する多施
設共同二重盲検ランダム化比較試験
Efficacy and safety of Yokukansan for the treatment-resistant
schizophrenia:randomized, double-blind, placebo-controlled
multicenter trial
（研究期間：H22.09.27～H25.02）

703

22.8.30

千 貫 祐 子
Yuko Chinuki
Department of
Dermatolgy, Assistant
Professor

加水分解小麦のアレルゲン性に関する研究
Identification of allergenicity of hydrolyzed wheat proteins
（研究期間：H22.09.27～H27.03.31）

702

格
22.08.31 出来尾
Itaru Dekio
Department of
Dermatology, Associate
Professor

ごぼう茶粉末の表皮バリア機能改善作用に関する試験
Examination regarding to improvement of epidermal barrier
function by an intake of burdock tea powder
（研究期間：H22.09.27～H25.03.31）

701

22.08.26 津 端 由佳里
Yukari Tsubata
Department of Internal
Meicine Division of
Clinical Oncology＆
Respiratory Medicine
Clinical Fellow

癌化学療法における個別化治療のための治療効果および副作用予測因
子に関する免疫組織学的検討
Individualized chemotherapy for cancer patients using
immunohistochemical analysis.
（研究期間：H22.09.27～H25.09.26）

700

22.08.31 木 下 芳 一
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine,
Professor

一次性食道運動障害に対するボツリヌス毒素局注療法
Injection of botulinum toxin for a primary esophageal motility
disorder
（研究期間：H22.09.27～H25.09.26）

699

22.08.31 木 下 芳 一
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine,
Professor

水圧の胃内圧およびLES圧へ及ぼす影響についての検討
Effects of water pressure on intragastic pressure,
intraesophageal pressure and LES pressure
（研究期間：H22.09.27～H24.03.31）

698

22.08.27 木 下 芳 一
Yoshikazu Kinoshita
Department of
Gastroenterology and
Hepatology, Professor

非心臓性胸痛を有する患者における胃食道逆流症の有病率に関する検
討
A study on the prevalence of GERD included in NCCP
（研究期間：H22.09.27～H25.09.26）

ablation）

医

の

通 知
申 請
番 号 年 月 研究等責任者
日
竹 谷
健
697
22.08.24
Takeshi Taketani
Division of Blood
Transfusion, Associate
Professor

倫
課

理
題

承

認

一

覧

名

造血器腫瘍における網羅的遺伝子解析
Genome-wide analysis for hematologic malignancies
（研究期間：H22.09.08～H27.03.31）

696

健
22.08.25 竹 谷
Takeshi Taketani
Division of Blood
Transfusion, Associate
Professor

低ホスファターゼ症患者細胞を用いた細胞分化研究
Research for cell differentiation using cells of patients with
hypophosphatasia
（研究期間：H22.09.08～H27.03.31）

695

22.08.31 木 下 芳 一
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine,
Professor

インピーダンス・ｐＨモニタリングによる胃食道逆流の正常値検討試
験
A study on normal value of gastroesophageal reflux using
Multichannel luminal Impedance Monitoring
（研究期間：H22.09.08～H23.03.31）

694

22.08.27 山 口 徹
Toru Yamaguchi
Department of Internal
Medicine I, Associate
Professor

糖尿病網膜症合併高コレステロール血症患者を対象としたスタチンに
よるLDL-C低下療法（通常治療/強化治療）の比較研究
Standard versus intensive statin therapy for
hypercholesterolemic patients with diabetic
retinopathy(EMPATHY)
（研究期間：H22.09.08～H26.10.31）

693

剛
22.08.31 田 邉
Tsuyoshi Tanabe
Department of Public
Health, Associate
Professor

膵臓がんの発症に影響する要因の調査
The analysis of factors that influence the onset of pancreatic
cancer
（研究期間：H22.09.08～H27.09.07）

692

22.07.20 濱 村 美 和 子
Miwako Hamamura
Graduate school of
Medical Research
Master`s Course Medical
Science

超音波検査法を利用した母体の体位および体位変換が児頭回旋に及ぼ
す影響の検討
Evaluation for the fetal head rotation with the effect of
maternal positioning using ultrasound
（研究期間：H22.08.23～H24.03.31）

691

22.07.30 鶴 崎 正 勝
Masakatsu Tsurusaki
Department of
Radiology, Associate
Professor

門脈圧亢進症に対する経頸静脈肝内門脈大循環短絡術の有効性と安全
性の評価
Efficacy and Safety of Transjugler intrahepatic portosystemic
shunt for the patients with portal hypertension
（研究期間：H22.08.23～H25.03.31）

690

22.07.12 大 洲 光 裕
Mitsuhiro Daisu
Department of
Neurosurgery, Assistant
Professor

689

脳卒中発症後の高血圧患者におけるAT１受容体拮抗薬を基礎薬とした
カルシウム拮抗薬との併用療法の検討
Antihypertensive efficacy of combination therapy with other
agent of Olmesartanand and Azelnidipine for post-stroke
patients.
（研究期間：H22.08.23～H27.08.22）
MR microscopy 法を用いた皮膚悪性腫瘍の診断に関する研究
22.07.30 澄 川 靖 之
Yasuyuki Sumikawa
Study on clinical diagnosis of malignant skin tumor by MR
Department of
microscopy
Dermatology, Assistant （研究期間：H22.08.23～H25.03.31）
Professor

医

の

通 知
申 請
番 号 年 月 研究等責任者
日
出来尾
格
688
22.07.30
Itaru Dekio
Department of
Dermatology, Assosiate
Professor

倫
課

理
題

承

認

一

覧

名

微生物の関与する各種皮膚疾患および健常人における皮膚微生物叢と
経表皮水分蒸散量の解析
Analysis of skin microbiota and trans-epidermal water loss in
patients of variety of microorganism-associated skin diseases
and healthy humans
（研究期間：H22.08.23～H27.03.31）

687

22.07.30 沖 本 民 生
Tamio Okimoto
Department of Internal
Medicine,Division of
Clinical Oncology and
Respiratory Medicine,
Clinical Fellow

再発肺癌に対するCPT-11(塩酸イリノテカン)＋エルロチニブ(タルセバ
錠)による併用第Ⅰ相/Ⅱ相および薬物動態学的臨床試験
Phase Ⅰ/Ⅱand Clinical Pharmacologic Study of Combination
Chemotherapy with Irinotecan(CPT-11)and Erlotinib(Tarceva)for
Recurrent Lung Cancer
（研究期間：H22.08.23～H23.08.22）

686

22.07.23 小 黒 浩 明
Hiroaki Oguro
Department of
Neurology, Associate
Professor

685

22.07.23 木 下 芳 一
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine,
Professor

反復経頭蓋磁気刺激による脳卒中後運動障害の改善－運動関連脳電位
による検討－
Improving disability in stroke with repetitive transcranial
magnetic stimulation:A study of movement-related cortical
potential(MRCP)
（研究期間：H22.08.23～H25.04.30）
大腸腫瘍における内視鏡的粘膜下層剥離術の有効性に関する検討
Effcacy of a treatment of colorectal tumors by endoscopic
submucosal dissection.
（研究期間：H22.08.23～H27.08.22）

684

22.07.30 木 下 芳 一
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine,
Professor

ごぼう茶粉末の便秘改善作用に関する研究
Study investigating the effect of a burdock tea powder on
chronic constipation
（研究期間：H22.08.23～H23.03.31）

683

22.07.30 足 立 経 一
Kyoichi Adachi
Department of Clinical
Nursing, Professor

十二指腸酸環境とディスペプシア症状の関連性に関する検討―健常者
とfunctional dyspepsia(FD)例の比較検討
Relationship between duodenal acidification and upper gastroduodenal symptoms - a comparative study between healthy
controls and patients with functional dyspepsia
（研究期間：H22.08.11～H25.03.31）

682

22.07.21 田 中 恒 夫
Tsuneo Tanaka
Department of General
Surgery, Professor

一次療法としてのL-OHP baseの化学療法に不応または不耐となった進
行・再発大腸がんに対する二次療法の有効性確認試験
Efficacy of Second Line Therapy in Advanced Colorectal Cancer
Previously Treated with L-OHP Based Chemotherapy As First-Line
Therapy.
（研究期間：H22.08.11～H23.09.30）

681

22.07.30 金 井 理 恵
Rie Kanai
Department of
Pediatrics, Associate
Professor

第一再発小児急性リンパ性白血病に対するリスク別臨床研究(ALL-R08)
Clinical trial PhaseⅡstudy for 1st Relapse of ALL in childhood
（研究期間：H22.08.11～H26.05.31）
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通 知
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番 号 年 月 研究等責任者
日
金 井 理 恵
680
22.07.30
Rie Kanai
Department of
Pediatrics, Associate
Professor
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WT1ペプチドを用いた小児がんに対する免疫療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験
Clinical Study WT1 peptide PhaseⅠ/Ⅱ for childhood cancer
（研究期間：H22.08.11～H27.08.10）

679

22.07.15 新 原 寛 之
Hiroyuki Niihara
Department of
Dermatology, Assistant
Professor

下肢静脈瘤に対するフォーム硬化療法の有用性の検討
The usability analysis of form sclerotherapy for varicose veins
of legs.
（研究期間：H22.08.11～H25.03.31）

678

22.07.09 田 邊 一 明
Kazuaki Tanabe
Division of Cardiology,
Professor

冠動脈疾患合併高コレステロール血症患者におけるエゼチミブの臨床
的効果の検討
The efficacy of Ezetimibe in hypercholesterolemic patients with
coronary heart disease
（研究期間：H22.08.11～H23.08.10）

677

22.07.30 藤 田 委 由
Yasuyuki Fujita
Department of Public
Health, Professor

島根県出雲市の幼稚園児、小学生、中学生における起床気分と情報機
器使用との関連に関する疫学研究
Epidemiological Study of the relationship between waking
sensation and IT products among children of Preschool,
Elementary school and Junior high school in Shimane Japan
（研究期間：H22.08.11～H26.03.31）

676

22.06.07 福 田 誠 司
Seiji Fukuda
Department of
Pediatrics, Associate
Professor

臍帯血造血幹前駆細胞の増殖と遊走の分子メカニズムに関する研究
Studies on Molecular Mechanism Responsible for Proliferation
and Migration of Hematopoietic Stem and Progenitor Cells in
Umbilical Cord Blood
（研究期間：H22.07.26～H23.07.31）

675

22.06.30 津 端 由 佳 里
Yukari Tsubata
Department of Internal
Medicine, Division of
Clinical Oncology &
Respiratory Medicine,
Clinical Fellow

高度・中等度催吐性化学療法に伴う遅発性悪心、嘔吐に対するパロノ
セトロンとグラニセトロンの有効性比較試験～MATを用いた評価および
化学伝達物質血中濃度の検討～
Efficacy of palonosetoron compared with granisetron for
prevention of chemotherapy-induced nausea and
vomiting(CINV)using MASCC antiemesis Tool
（研究期間：H22.07.26～H23.07.31）

674

22.06.30 木 下 芳 一
Yoshikazu Kinoshita
Second Department of
Internal Medicine,
Professor

320列Area Detector CT による健康成人および食道裂孔ヘルニア患者
における食道蠕動運動についての検討
Analysis of esophageal peristaltic movement by using 320 line
Area Detector CT
（研究期間：H22.07.26～H23.03.31）

673

22.06.29 高 岡 伸
Shin Takaoka
Internal Medicine1,
Assistant Professor

生活習慣病と骨折リスクに関する疫学研究
Epidemiological study of lifestyle related disease and fracture
risk
（研究期間：H22.07.26～H25.07.25）

医
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通 知
申 請
番 号 年 月 研究等責任者
日
塩 飽 邦 憲
672
22.06.20
Kuninori Shiwaku
Department of
Environmental and
Preventive Medicine,
Professor
671

670

22.06.17 内 田 伸 恵
Nobue Uchida
Department of Radiation
Oncology, Shimane
University Faculty of
Medicine, Professor
22.06.

井 川 幹 夫
Mikio Igawa
Department of Urology,
Professor
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20代女性の子宮頸がん検診受診率向上を目的とした継続的性教育プロ
グラムに関する研究
Research into a sustained sex education program aimed at
improving participation rates in uterine cervical cancer
screening tests for women in their 20s
（研究期間：H22.07.26～H25.03.31）
子宮頸癌腔内照射における患者満足度の向上ならびに最適な前処置の
あり方を検討するためのアンケート調査
Questionnaire survey on preparation for uterine cancer
brachyterapy :for better satisfaction
（研究期間：H22.07.14～H23.03.31）
エラストグラフィ、RVSによる前立腺がん検出能の評価
Evaluation of Detectivity of Prostate Cancer by Elastogaraphy
and RVS
（研究期間：H22.07.14～H23.03）

669

22.06.14 織 田 禎 二
Teiji Oda
Cardiovascular and
Chest Surgery,
Professor

テネイシンファミリー及び未同定蛋白質の網羅的発現変動解析による
循環器疾患の病態解明と新規診断・治療法の開発
Study of tenascin family and unidentified proteins in the
development of cardiovascular diseases by a comprehensive
proteomic approach
（研究期間：H22.07.14～H25.03.31）

668

健
22.06.30 竹 谷
Takeshi Taketani
Division of Blood
Transfusion, Associate
Professor

重症低ホスファターゼ症に対する骨髄移植併用同種間葉系幹細胞移植
Allogeneic Bone Marrow and Mesenchymal Stem Cell
Transplantation for patients with severe Hypophosphatasia
（研究期間：H22.07.14～H25.03.31）

667

22.06.04 澄 川 靖 之
Yasuyuki Sumikawa
Department of
Dermatology, Assistant
Professor

皮膚悪性腫瘍におけるMultidrug Resistant Protein 8 (MRP8) /ATPBinding cassette, subfamily C, member 11(ABCC11)蛋白の発現につ
いての検討
Analysis of Multidrug Resistant Protein 8 (MRP8) /ABCC11
protein expression in skin cancer
（研究期間：H22.07.14～H24.03.31）

666

勉
22.06.25 高 橋
Tsutomu Takahashi
Department of 3rd
Internal Medicine,
Assistant Professor

外来でRituximab®-CHOP療法を施行する際、RituximabをCHOPと同時に
投与することが可能であるかを検証する臨床試験
Study of combined infusion with Rituximab and CHOP in
outpatient chemotherapy
（研究期間：H22.07.14～H23.03.31）

665

22.06.29 佐 藤 秀 一
Shuichi Sato
Department of
Gastroenterology and
Hepatology, Assistant
Professor

肝発癌抑制を目的としたPEG-IFNα2a単独療法の有効性・安全性に関す
る検討
To assess the efficacy and safety of PEG-IFN
alfa 2a monotherapy for inhibiting development of
hepatocellular carcinom
（研究期間：H22.07.14～H25.12.31）

664

22.06.16 木 下 芳 一
Yoshikazu Kinoshita
Department of
Gastroenterology and
Hepatology, Professor

錠剤型腸管洗浄剤を用いた簡便式大腸内視鏡前処置法の検討
A studuy on bowel preparation using low-dose of sodium
phosphate tablets(Visiclear® )
（研究期間：H22.07.14～H23.12）
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澄 川 靖 之
663
22.05.31
Yasuyuki Sumikawa
Department of
Dermatology, Assistant
Professor
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ABCC11遺伝子導入細胞株における薬剤耐性の検討
Analysis of drug resistannce in ABCC11 transgenic cells
（研究期間：H22.06.28～H25.03.31）

662

22.05.10 永 井 秀 政
Hidemasa Nagai
Department of
Neurosurgery, Assistant
Professor

T1-SPECTの三次元画像解析での脳腫瘍診断に関する後方視的研究
Retrospective study of brain tumor diagnosed by three
dimensional brain easy analysis of T1-SPECT(3D BEAT-TL)
（研究期間：H22.06.28～H28.03.31）

661

22.05.10 永 井 秀 政
Hidemasa Nagai
Department of
Neurosurgery, Assistant
Professor

T1-SPECTの三次元画像解析での脳腫瘍診断に関する前方視的研究
Prospective study of brain tumor diagnosed by three dimensional
brain easy analysis of T1-SPECT(3D BEAT-TL)
（研究期間：H22.06.28～H28.03.31）

660

22.05.28 内 尾 祐 司
Yuji Uchio
Department of
Orthopaedic
Surgery, Professor

膝関節疾患患者の運動認知に関する研究
Study of the motor perception in the patients with the knee
joint disorder
（研究期間：H22.06.28～H25.03.31）

659

22.05.26 新 原 寛 之
Hiroyuki Niihara
Department of
Dermatology, Assistant
Professor

重症薬疹患者における drug lymphocyte stimulation test(DLST) の
増殖リンパ球分画と好塩基球活性、活性サイトカインの検索
Search of stimulated lymphocyte subsets, basophil activity,
activated cytokine in patient suffered from severe cutaneous
drug eruption
（研究期間：H22.06.28～H25.03）

658

22.05.26 森 田 栄 伸
Eishin Morita
Department of
Dermatology, Professor

野生植物由来水溶性抽出物のヒト皮膚に対する安全性の検討
Safety evealuation of water soluble extract from wild plants in
human skin
（研究期間：H22.07.14～H22.10.31）

657

22.05.26 山 口 修 平
Shuhei Yamaguchi
Department of Internal
Medicine Ⅲ, Professor

正常者および神経疾患患者における脳内部位の機能的結合に関する研
究
The study of functional connectivity of brain in normal
subjects and neurological disorders
（研究期間：H22.06.28～H26.03.31）

656

22.05.28 佐 藤 秀 一
Shuichi Sato
Department of
Gastroenterology and
Hepatology, Assistant
Professor
22.05.31 木 下 芳 一
Yoshikazu Kinosita
Department of
Gastroenterology and
Hepatology, Professor

Ｃ型慢性肝炎に対するペグインターフェロン＋リバビリン併用療法時
の貧血に対するダルベポエチン投与の有用性に関する検討
Darbepoetin improves anemia with Peginterferon/Ribavirininduced in hepatitis C patients
（研究期間：H22.06.28～H25.05.31）

655

健康成人，胃食道逆流症患者を対象とした食道内酸注入および炭酸水
注入試験による酸および炭酸水に対する食道の感受性に関する検討
A study on the esophageal sensitivity to acid and carbonated
water by modified acid perfusion test and carbonated water
perfusion test in healthy volunteers and patients with
gastroesophageal reflux desease
（研究期間：H22.06.28～H23.03）

医

の

通 知
申 請
番 号 年 月 研究等責任者
日
木 下 芳 一
654
22.05.31
Yoshikazu Kinosita
Department of
Gastroenterology and
Hepatology, Professor
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高発癌リスクを有するバレット食道の診断マーカーとしての下部食道
柵状血管下端同定の有用性についての検討
A study about usefulness of lower limit distinction of palisade
vessel as a diagnostic marker of Barrett's esophagus with high
carcinogenic risk
（研究期間：H22.06.28～H23.03.31）

653

22.06.23 石 橋 浩 晃
Hiroaki Ishibashi
Department of Oral and
Maxillofacial Surgery,
Associate Professor

652

薬剤性過敏症症候群の遺伝子多型解析
22.05.14 森 田 栄 伸
Eishin Morita
Genetic analysis of severe drug eruption
Department of
（研究期間：H22.06.09～H25.03）
Dermatology, Professor

651

22.05.31 須 谷 顕 尚
Akihisa Sutani
Department of Internal
Medicine Division of
Clinical Oncology &
Respiratory Medicine,
Assistant Professor

特発性肺線維症急性増悪及び薬剤性肺障害に関与する日本人特異的遺
伝素因に関する研究
Genetic analysis for a responsible gene that causes an acute
exacerbation of interstitial pulmonary fibrosis and druginduced interstitial lung disease
（研究期間：H22.06.09～H27.04.30）

650

22.05.21 三 瀧 真 悟
Shingo Mitaki
Department of
Neurology, Attending
Staff

脳血管疾患の再発に対する高脂血症治療薬HMG-CoA還元酵素阻害薬の予
防効果の遺伝子背景に関する研究
Japan Statin Treatment Against Recurrent Stroke ―J-STARS
Genomics―
（研究期間：H22.06.09～H28.03.31）

649

22.05.21 内 田 伸 恵
Nobue Uchida
Department of Radiation
Oncology, Shimane
University Faculty of
Medicine, Professor

子宮頸がんに対する抗がん剤併用放射線治療、抗がん剤併用温熱放射
線治療の無作為比較試験
Comparison of chemoradiotherapy with chemoradiotherapy plus
hyperthermia in cervical carcinoma: a prospective randmised
trial
（研究期間：H22.06～H26.10.31）

648

22.05.31 金 井 理 恵
Rie Kanai
Department of
Pediatrics, Associate
Professor

HLHに対する国際臨床試験(HLH-2004)
Treatment Protocol of the Second International HLH Study (HLH2004)
（研究期間：H22.06.09～H26.11.30）

647

22.05.06 津 端 由佳里
Yukari Tsubata
Department of Internal
Medicine, Division of
Clinical Oncology &
Respiratory Medicine,
Clinical Fellow

高齢者非小細胞肺癌患者に対するカルボプラチン＋パクリタキセル
bi-weekly 療法の第Ⅰ相臨床試験
Phase Ⅰ study of bi-weekly carboplatin and paclitaxel for
elderly non-small-cell lung cancer patients
（研究期間：H22.06.09～H23.03）

頭頸部癌に対するＳ－１効果予測遺伝子診断薬の開発
Gene expression profiling for the prediction of therapeutic
response to S-1 chemotherapy in patients with head and neck
cancer
（研究期間：H22.06.28～H22.12.31）
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番 号 年 月 研究等責任者
日
津 端 由佳里
646
22.05.06
Yukari Tsubata
Department of Internal
Medicine, Division of
Clinical Oncology &
Respiratory Medicine,
Clinical Fellow
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非小細胞肺癌患者に対するカルボプラチン＋パクリタキセル biweekly 療法の第Ⅰ相臨床試験
Phase Ⅰ study of bi-weekly carboplatin and paclitaxel for nonsmall-cell lung cancer patients
（研究期間：H22.06.09～H23.03）

645

22.05.31 須 谷 顕 尚
Akihisa Sutani
Department of Internal
Medicine Division of
Clinical Oncology &
Respiratory Medicine,
Assistant Professor

EGFR変異陽性である未治療進行期非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）のゲ
フィチニブ／化学療法併用におけるゲフィチニブ連日投与法と交代投
与法の比較第Ⅱ相試験(NEJ005/TCOG0902)プロトコール
Randomized phase Ⅱ study of continuous gefitinib plus
chemotherapy versus alternation of gefitinib and chemotherapy
in previously untreated non-small cell lung cancer (NSCLC) with
sensitive EGFR mutations (NEJ005/TCOG0902)
（研究期間：H22.06.09～H24.01）

644

22.05.31 須 谷 顕 尚
Akihisa Sutani
Department of Internal
Medicine Division of
Clinical Oncology &
Respiratory Medicine,
Assistant Professor

ヒト上皮増殖因子受容体(EGFR)遺伝子変異陰性で非喫煙／軽喫煙の再
発・進行非小細胞肺癌に対するエルロチニブの有効性と安全性の検討
とバイオマーカーの検索
Phase Ⅱ study of erlotinib in previously treated non-small
cell lung cancer (NSCLC) with wild type EGFR
（研究期間：H22.06.09～H24.04）

643

威
22.05.06 礒 部
Takeshi Isobe
Clinical Oncology &
Respiratory Medicine，
Professor

高齢者肺癌の化学療法におけるQOLに関する調査
Evaluating quality of life of non-small cell lung cancer in the
elderly treated with chemotherapy or molecular targeted therapy
（研究期間：H22.06.09～H24.03.31）

642

22.05.28 伊 藤 孝 史
Takafumi Ito
Nephrology, Assistant
Professor

ファブリー病に関する全国疫学調査研究
Japan Fabry Disease Screening Study(J-FAST)
（研究期間：H22.06.09～H22.12.31）

641

22.05.28 伊 藤 孝 史
Takafumi Ito
Nephrology, Assistant
Professor

慢性進行性IgA腎症に対するカクテル療法の有効性に関する他施設共同
研究の参加者に対する追加調査
Additional research:multi center trial on the effect of
cocktail therapy for advanced IgA nephropathy
（研究期間：H22.06.09～H23.06.08）

640

22.05.28 木 下 芳 一
Yoshikazu Kinosita
Department of
Gastroenterology and
Hepatology, Professor

好酸球性食道炎／好酸球性胃腸炎の疾患概念の確立と治療指針作成の
ための臨床研究
eosinophilic esopharitis/eosinophilic gastroenteropaty: a
research to establish disease entities and treatment guide
（研究期間：H22.06.09～H23.03.31）

639

22.05.12 木 下 芳 一
Yoshikazu Kinosita
Department of
Gastroenterology and
Hepatology, Professor

健康成人，胃食道逆流症を対象に全周８ch・pHモニタリングシステム
を用いた胃酸暴露部位に関する検討
A study on the circumferential localization of gastroesophageal
reflux among the healthy subjects and gastroesophageal reflux
disease subjects ry 8ch・pH monitoring.
（研究期間：H22.06.09～H23.03）
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638
22.05.20
Junko Tanaka
Department of
Hematology, Lecturer
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イマチニブ治療抵抗性慢性骨髄性白血病に対するニロチニブとダサチ
ニブのランダム化第Ⅱ相試験－JALSG CML210R－
A randomized Phase Ⅱ study of nilotinib and dasatinib in
imatinib resistant chronic myeloid leukemia
（研究期間：H22.06.09～H26.03.31）

637

22.05.21 金 井 理 恵
Rie Kanai
Department of
Pediatrics, Associate
Professor

636

健
造血器腫瘍における網羅的遺伝子解析
22.04.27 竹 谷
Takeshi Taketani
Genome-wide analysis for hematologic malignacies
Division of Blood
（研究期間：H22.05.24～H27.03.31）
Transfusion, Associate
Professor

635

22.04.30 中 山 健太郎
Kentaro Nakayama
Department of
Obstetrics &
Gynecology, Associate
Professor

化学療法抵抗性難治性卵巣癌の69歳女性例に対するアバスチン治療
Treatment of Bevacizumab in 69-year-old female with recurrent
ovarian cancer
（研究期間：H22.05.24～H23.05.23）

634

22.04.30 澄 川 靖 之
Yasuyuki Sumikawa
Department of
Dermatology, Assistant
Professor

皮膚疾患罹患率と耳垢型との関連についての検討
Analysis of the relation between the prevalence of skin
diseases and the earwax types
（研究期間：H22.05.24～H23.03.31）

633

22.04.22 小 黒 浩 明
Hiroaki Oguro
Department of
Neurology, Associate
Professor
健
22.04.9 竹 谷
Takeshi Taketani
Division of Blood
Transfusion, Associate
Professor

認知症に対するフェルラ酸（健康補助食品フェルガード）の臨床効果
The efficacy of ferulic acid in the treatment of dementia
（研究期間：H22.05.13～H25.04.30）

631

栄
22.04.30 金 子
Sakae Kaneko
Department of
Dermatology, Lecturer

核酸増幅技術の遺伝子変異タイピングの臨床応用研究
Clinical translational research of gene variant typing with
nucleic and amplification technique
（研究期間：H22.05.13～H24.03.31）

630

22.04.28 森 山 一 郎
Ichiro Moriyama
Division of Clinical
Study of Oncology,
Assistant Professor

切除不能・再発小腸癌に対するオキサリプラチン併用フルロウラシル
持続静注／アイソボリン療法(mFOLFOX６)に関する第二相試験
Oxaliplatin added to the leucovorin and 5-fluorouracil regimen
as first-line therapy for metastatic adenocarcinoma of small
bowel (mFOLFOX６); a phase Ⅱ study
（研究期間：H22.05.13～H25.05.12）

632

ダウン症候群に発症した小児急性骨髄性白血病に対するリスク別多剤
併用化学療法の後期第Ⅱ相臨床試験(AML-D05)
PhaseⅡ Clinical Study of AML Treatment for Down Syndrome
Patients
（研究期間：H22.05.25～H25.12.31）

重症低ホスファターゼ症に対する骨髄移植併用同種間葉系幹細胞移植
Allogeneic Bone Marrow and Mesenchymal Stem Cell
Transplantation for patients with severe Hypophsphatasia
（研究期間：H22.04.26～H25.03.31）

医

の

通 知
申 請
番 号 年 月 研究等責任者
日
宮 﨑 康 二
629
22.04.06
Kohji Miyazaki
Department of
Obstetrics &
Gynecology, Professor

倫
課

理
題

承

認

一

覧

名

本邦における子宮内膜症の癌化の頻度と予防に関する疫学調査
Japan endometrioma malignant transformation study: JEMS
（研究期間：H22.05.13～H33.08）

628

22.04.05 花 田 智 樹
Tomoki Hanada
Cardiovascular and
Chest Surgery,
Associate Professor

末梢動脈疾患患者に対するG-CSF動員自家末梢血単核球細胞移植治療の
ランダム化比較試験
Inprovement of PAD with G-CSF mobilized Autologous PBMC
Transplantation
（研究期間：H22.05.13～H26.12）

627

22.04.27 安 部 哲 史
Satosi Abe
Department of
Neurology, Attending
Staff

脳梗塞（心原性脳塞栓症を除く）慢性期患者における血管性認知障害
に対する抗血小板薬の検討
Study of an antiplatelet agent for the vascular congnitive
disorder in chronic cerebral infarction patients (except for
cardiogenic cerebral embolism)
（研究期間：H22.05.13～H24.01）

626

勉
22.04.28 高 橋
Tsutomu Takahashi
Department of 3rd
Internal Medicine,
Assistant Professor

高齢者造血器疾患に対する、リン酸フルダラビンと静注ブスルファン
による移植前治療を用いた造血幹細胞移植の安全性と有効性の検討
Study of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
using fludarabine phosphate and intravenous busulfan for
elderly hematogical malignancy
（研究期間：H22.05.13～H23.08.31）

625

22.03.24 西 村 信 弘
Nobuhiro Nishimura
Department of Pharmacy,
Associate Professor

カルバペネム系抗生物質メロペネムの個別化投与の有用性に関する臨
床研究
Clinical study on the usefulness of individualization
medication of carbapenem antibiotic meropenem
（研究期間：H22.04.26～H24.03.31）

624

健
22.03.31 竹 谷
Takeshi Taketani
Division of Blood
Transfusion, Associate
Professor

再発進行神経芽細胞腫に対するベバシズマブ療法
Treatment with bevacizumab in patients with recurrent advanced
Neuroblastoma
（研究期間：H22.04.26～H27.04）

623

22.03.19 紫 藤 明 美
Akemi Shido
Department of
Anesthesiology,
Assistant Professor

生理食塩液を灌流液とする経尿道的前立腺摘除術中の体液及び血液電
解質の変動
Fluid and electrolyte dynamics during transurethral resection
of prostate in saline
（研究期間：H22.04.26～H24.04.25）

622

22.03.26 内 尾 祐 司
Yuji Uchio
Department of
Orthopaedic
Surgery, Professor

脊椎手術における手術部位感染に対する適切な予防的抗菌薬投与法の
確立
The establishment of the appropriate methods of antimicrobial
prophylaxis for prevention of surgical site infection in spine
surgeries
（研究期間：H22.04.26～H25.03.31）

621

22.03.31 木 下 芳 一
Yoshikazu Kinoshita
Department of
Gastroenterology and
Hepatology, Professor

原発性不眠症患者の中で、プロトンポンプ阻害薬が有効な例がどれ位
存在するかを明らかとするための研究―前向き、多施設、二重盲検試
験―
Study investigating the prevalence of primary insomnia
responsive to proton pump inhibitor treatment ―prospective,
multi-center, double-blind study―
（研究期間：H22.04.26～H24.03.31）

医

の

通 知
申 請
番 号 年 月 研究等責任者
日
岩本 麻実子
620
22.03.31
Mamiko Iwamoto
Department of
Environmental
Preventive Medicine,
Assistant Professor
619

倫
課

理
題

承

認

一

覧

名

肥満と生活習慣病の遺伝子多型に関する研究
A study about the genetic polymorphism of obesity and
lifestyle-related disease
（研究期間：H22.04.13～H26.03）

徹
22.03.17 並 河
Toru Nabika
Department of
Functional Pathology,
Professor

生活習慣病の予知予防に関するゲノム疫学研究（健診地域の追加に伴
う軽微な変更）
Genomic epidemiological study for life-style diseases

618

22.03.12 谷 戸 正 樹
Masaki Tanito
Department of
Ophthalmology,
Associate Professor

共鳴ラマン分光装置を使用した加齢黄斑変性の黄斑色素密度測定
Measurement of macular carotenoid levels using resonance Raman
spectroscopy in patients with age-related macular degeneration
（研究期間：H22.04.13～H24.09.30）

617

22.03.12 谷 戸 正 樹
Masaki Tanito
Department of
Ophthalmology,
Associate Professor

加齢黄斑変性患者（Ranibizumab 治療実施例）を対象としたルテイ
ン、ω３系脂肪酸含有サプリメント投与による黄斑色素密度と視機能
変化に関する研究
Effects of oral ω3 fatty acids on macular pigment level and
visual functions in age-related macular degeneration patients
after intravitreal ranbizumab injections
（研究期間：H22.04.13～H24.09.30）

616

神経膠腫に対するテモゾロミド投与継続の意義
22.03.04 杉 本 圭 司
Keiji Sugimoto
Significance of Temozoromido continued the therapy for glioma
Department of
Neurosurgery, Assistant （研究期間：H22.0413～H23.10.31）
Professor

615

22.03.23 佐 藤 秀 俊
Hidetoshi Sato
Department of
Cardiovascular
Medicine, Assistant
Professor

冠動脈疾患患者に対するピタバスタチンによる積極的脂質低下療法ま
たは通常脂質低下療法のランダム化比較試験（REAL‐CAD）
Randomized Evaluation of Aggressive or Moderate Lipid Lowering
Therapy with Pitavastatin in Coronary Artery Disease [REAL-CAD]
（研究期間：H22.04.13～H27.01）

614

勉
22.03.26 高 橋
Tsutomu Takahashi
Department of
Hematology, Assistant
Professor

未治療進行期末梢性T細胞性リンパ腫(PTCL)に対するdose-adjusted
EPOCH療法の第Ⅱ相臨床試験
Phase Ⅱ study of dose-adjusted EPOCH therapy for untreated
advance peripheral T cell lymphoma
（研究期間：H22.04.13～H24.07）

613

勉
22.03.26 高 橋
Tsutomu Takahashi
rd
Department of 3
Internal Medicine,
Assistant Professor

造血細胞移植医療の全国調査
Nation wide survey of hematopoietic stem cell transplantation
（研究期間：H22.04.13～5年毎更新）

612

22.03.11 石 原 俊 治
Shunnji Ishihara
Department of Internal
MedicineⅡ, Associate
Professor

自然免疫応答からみた炎症性腸疾患の病態解析
Analysis of the innate immune responses in inflammatory bowel
disease
（研究期間：H22.04.13～H24.04）

（研究期間：H22.04.13～H28.03.31）

医
通 知
申 請
番 号 年 月 研究等責任者
日
田 中 順 子
611
22.03.26
Junko Tanaka
Department of
Hematology, Lecturer

の

倫
課

理
題

承

認

一

覧

名

日本国内における2nd line 以降の既治療慢性期慢性骨髄性白血病患者
を対象とした観察研究
The observational study of chronic myeloid leukemia patients in
chronic pahse with resistance or intolerance to preceding TKI
in Japan
（研究期間：H22.04.13～H28.03.31）

610

22.03.26 田 中 順 子
Junko Tanaka
Department of
Hematology, Lecturer

日本国内における初発未治療の慢性期慢性骨髄性白血病患者を対象と
した観察研究
The observational study of de novo chronic myeloid leukemia
patients in chronic pahse in Japan
（研究期間：H22.04.13～H30.03.31）

609

22.03.26 田 中 順 子
Junko Tanaka
Department of
Hematology, Lecturer

フィラデルフィア染色体陽性成人急性リンパ性白血病（Ph+ALL）を対
象としたimatinib併用化学療法による第Ⅱ相臨床試験（JALSG
Ph+ALL208IMA）
PhaseⅡ study, chemotherapy with imatinib in adult Ph+ALL
（研究期間：H22.04.13～H28.06.30）

